小規模貯水槽水道等の衛生管理

町田市では、小規模貯水槽水道等の衛生管理の向上を図るために、「町田
市小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例」
を定めています。
このパンフレットは、その衛生的な管理についてまとめたものです。

町田市保健所

１

小規模貯水槽水道等とは？
ビルやマンションなどの建物に給水する方式として、水道水や井戸水などをいったん受水槽※1にためて、
その後ポンプを使って中高層階へ送るタンク式給水方式と、建物の給水管に増圧給水設備を取り付けて、
中高層階へ給水する増圧直結給水方式があります。
また、浄水場から送り出された水圧により、直接蛇口に給水する方式を直結式給水方式といいます。

増圧ポンプ

〔直結式給水方式〕

〔タンク式給水方式〕

〔増圧直結給水方式〕

水道本管

町田市では、タンク式給水方式の施設のうち、水道法の対象となっていない、受水槽の有効容量※2
が10ｍ3以下のものを小規模貯水槽水道と呼んでいます。
また、水道水以外の水（井戸水等）を飲み水として給水している施設で、貯水槽を持っており水道
法の対象となっていない施設を飲用井戸等といいます。
これらの施設が小規模貯水槽水道等です。
小規模貯水槽水道等の中で、学校、病院、社会福祉施設等の施設に水を供給するもの又は受水槽の有
効容量が５ｍ3を超えるものを、特定小規模貯水槽水道等といい、条例により衛生上の措置が義務付け
られています。
通気管
マンホール

オーバーフロー管

給水管

※ 2 有効容量
受水槽の最高水位と最低水位の間に貯留され、適正に利用可能な水量のことです。
（右上図参照）
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水抜き管

防虫網

※１受水槽
給水管（水道管）からの水道水や井戸等から汲み上げた
水の供給を最初に受ける水槽が受水槽です。受水槽はFRP
（ガラス繊維で強化されたプラスチック製のもの）、鋼板、
ステンレス鋼板等で作られています。
受水槽は、昭和50年の建設省告示で、周囲と上下が容
易に点検・管理できるもの（床置型受水槽）を設置するこ
とが決められています。
それ以前に設置された受水槽のうち、ビルの地下を利用
したものや地下に埋設されたもので、周囲の点検（６面点
検）ができない地下式受水槽は、貯水槽の点検、管理が容
易にできないため、汚染部位の発見が遅れる場合がありま
すので、十分な注意が必要です。

小規模貯水槽水道等の区分
小規模貯水槽水道等は受水槽の大きさや水源などによって区分されています。御自分の施設がどの
施設に該当するかを把握するための参考にしてください。
水道水を受水槽に
ためて給水する施設

井戸水や沢水を受水槽
にためて給水する施設

受水槽の有効容量
10ｍ3を超える

居住者101人以上など
大規模な給水施設

10ｍ3以下

簡易専用水道
（水道法該当施設）

専

条例該当施設

小規模貯水槽水道

用

水

道

※

（水道法該当施設）

飲用井戸等
※以下のものは条例に該当しない。
●建築物における衛生的環境の確保に関
する法律の特定建築物に該当する施設
に設置された貯水槽水道
●一戸の住宅のみに供給する貯水槽水道

小規模貯水槽水道等

次のいずれかに該当するか。
・受水槽の有効容量が５ｍ3を超える。
・学校、病院など規則に定める施設＊
該当する

該当しない

特定小規模貯水槽水道等以外
の小規模貯水槽水道等

特定小規模貯水槽水道等
（特定小規模貯水槽水道、特定飲用井戸等）

衛生的管理の努力義務あり

条例により衛生的管理の義務付けあり

＊規則に定める施設
○幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、主に18歳未満が利
用する専修学校及び各種学校
○病院、診療所、助産所
○「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく障害福祉サービス（生活介護、短期入所、
重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助）を行う施設
○障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム
○身体障害者福祉センター
○児童福祉法に基づく児童発達支援及び放課後デイサービスを行う施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育
所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療
施設、児童自立支援施設
○老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉セン
ター、有料老人ホーム
○介護老人保健施設、介護医療院
○救護施設、更生施設、医療保護施設、 授産施設
○認証保育所（都の認証施設）、保育室（施設基準を満たし市町村と契約締結する都補助対象施設）

３

保健所への届出
次の場合、設置者は保健所へ届出をしてください（条例第６条）。
●特定小規模貯水槽水道等の給水を開始したとき（東京都水道局に届出を行った場合を除く）
●特定小規模貯水槽水道等を変更又は廃止をしたとき（東京都水道局に届出を行った場合を除く）

特定小規模貯水槽水道等については、年１回実施した維持管理・設備
点検等の検査点検結果を保健所に報告してください。（条例第12条）

必要な衛生管理

【条例等で定められていること】

特定小規模貯水槽水道等に該当する施設は、条例等で定められた基準に従って、必要な衛生管理を行
ってください。
また、これに該当しない小規模貯水槽水道等も、必要な衛生管理を行うよう努めてください。

1

貯水槽の清掃（条例第７条第１項第１号）
貯水槽は１年に１回以上、定期的に清掃してください。

2 施設の管理状況の検査・点検（条例第７条第１項第２号及び第３号）
ポンプなど水道施設の管理状況の検査を１年に１回以上、定期的に行
ってください。
水槽の点検を行う等、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防
止するために必要な措置を講じてください。

3

書類の保存（条例第７条第２項）

施設の点検記録、水質検査記録等の書類（裏面、管理記録の様式例参照）は、作成した日から５年間保
存してください。

4

特定飲用井戸等の水質検査（条例第７条第１項第５号）

井戸水や沢水を利用している特定飲用井戸等の設置者は、安全確認のための水質検査を行う必要があ
ります。
（１）専門の水質検査機関で行う検査（年１回以上）
特定飲用井戸等は、次の項目について年１回水質検査を行わなければいけません。
検査項目（11項目＋必要に応じた項目*）
一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸
態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、
pH値、味、臭気、色度、濁度
＊その他、施設の周辺の状況に応じてトリクロロエチレンなど
有機溶剤等の検査を行ってください。検査項目については、
保健所に相談してください。

（ 2 ）給水を開始するときの検査
給水を開始するときには、水道法の水質基準に掲げ
る項目の全てを検査してください。

４

望ましい管理

【町田市が指導している内容】

特定小規模貯水槽水道等は多くの人が利用する施設です。町田市は、水の安全を確保するため、条例
で定められている管理のほかに、設置者に対して次のような管理を行うよう指導しています。
また、これに該当しない小規模貯水槽水道等も、望ましい管理を行うよう努めてください。

1 施設の管理状況の点検
有害物、汚水等に汚染されるのを防ぐために、月に１回はマンホールの施錠状況、防虫網の破損状況、
水槽付近の状況等について点検を行いましょう。定期的な点検のほか、台風や地震などの影響で水質が
悪くなるおそれのある場合も点検を行いましょう。
また、貯水槽の清掃をしたときは、同時に内部の点検も行いましょう。

2 水質検査
（１）水の色・にごり・におい・味のチェック（毎日）
透明なガラスコップに蛇口から水道水をくみ、水の色が透明
か、にごりがないか、塩素（カルキ）臭以外の臭いがないか、変
な味がしないか調べましょう。
（ 2 ）残留塩素の測定（週１回）
水道水には、様々な細菌を消毒するため、消毒薬として塩素が
加えられています。
塩素は、汚れた水など細菌を多く含む水が混入すると、細菌や
汚れなどにより消費され、急激にその濃度が下がります。日ごろ
から、残留塩素測定をしていれば、水の汚染をいち早く発見でき
ます。
給水栓末端で、遊離残留塩素が0.1mg/Ｌ以上あるかを確認しましょう。
（ 3 ）特定小規模貯水槽水道の水質検査（年１回）
特定小規模貯水槽水道の衛生確保のため、年１回専門の水質検査機関で次の項目について水質検査
を行いましょう。
水質検査の項目
一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物（全有機炭素
（TOC）
の量）
、
pH値、味、臭気、色度、濁度

3

図面の保存
施設の図面は常に保存し、事故などで必要なときに速やかに確認できるようにしましょう。

汚染事故等が起きたとき
汚染事故等が発生した場合、設置者は速やかに次のような措置を講じてください。
（条例第 7 条第１項第 4 号及び第 8 条）
１ 保健所に直ちに連絡し、その指示に従ってください。
２ 水に異常を認めた場合は、必要な項目について水質検査を行ってください。
３ 飲用しないように、直ちに給水を停止し、関係者（使用者など）に周知してください。
４ 給水を停止した場合は、保健所などと相談し、飲み水を確保してください。
５ 事故原因の除去、給水の再開等については、保健所の指示に従ってください。

５

関係法令抜粋
⏫⏣ᕷᑠつᶍ㈓ỈᵴỈ㐨➼࠾ࡅࡿᏳ࡛⾨⏕ⓗ࡞㣧ᩱỈࡢ☜ಖ㛵ࡍࡿ᮲㸦ᢒ㸧
（定義）
ড়ɻ͞ড়ྭͶ͕͏ͱɼ࣏֦ߺͶ͝ܟΖ༽ޢқٝͺɼͨΗͩΗ֦֚ߺͶఈΌΖͳ͞ΘͶΓΖɽ
 ঘوໝஹਭ૩ਭಕɻਭಕࣆۂ༽ͶͤڛΖਭಕɼ๑ড়ߴͶوఈͤΖ༽ਭಕ;ٶಋড়ߴͶوఈͤ
Ζ؈ҝ༽ਭಕҐਭಕͲ͍ͮͱɼਭಕࣆۂ༽ͶͤڛΖਭಕ͖ΔڇڛΝण͜ΖਭΊΝਭͤͳݱΖ
͑ͬɼਭಕࣆۂ༽ͶͤڛΖਭಕ͖ΔਭڇڛΝण͜ΖͪΌਭ૩Ν༙ͤΖΝ͏͑ɽͪͫ͢ɼݒͶ͕
͜ΖӶਫ਼దڧ֮ฯͶͤؖΖ๑ཱ দ೧๑ཱߺ ড়ߴͶوఈͤΖಝఈݒͶઅ͠Ηͪ
ͺΔރेͶਭΝͤڇڛΖΝঈ͚ɽ
 Ӂ༽Ҭރɻਭಕࣆۂ༽ͶͤڛΖਭಕ;ٶ๑ড়ߴͶوఈͤΖ༽ਭಕҐਭಕͲ͍ͮͱɼਭಕ
ࣆۂ༽ͶͤڛΖਭಕ͖ΔڇڛΝण͜ΖਭҐਭΝਭݱસ෨ͺҲ෨ͳͤΖ͑ͬɼਭ͖ݱΔਭڛ
ڇΝण͜ΖͪΌਭ૩Ν༙ͤΖΝ͏͑ɽͪͫ͢ɼݒͶ͕͜ΖӶਫ਼దڧ֮ฯͶͤؖΖ๑ཱড়
ߴͶوఈͤΖಝఈݒͶઅ͠ΗͪͺΔރेͶਭΝͤڇڛΖΝঈ͚ɽ
 ಝఈঘوໝஹਭ૩ਭಕɻঘوໝஹਭ૩ਭಕ͑ͬɼ࣏͏ͥΗ͖Ͷ֚ͤΖΝ͏͑ɽ
Π ௌీࢤوଉ ҐԾʰوଉʱͳ͏͑ɽ ͲఈΌΖࢬઅͶਭΝͤڇڛΖ
 ਭ૩༙ް༲ྖཱི͗ܯ๏ϟʖφϩΝ͓Ζ
 ಝఈӁ༽ҬރɻӁ༽Ҭރ͑ͬɼ࣏͏ͥΗ͖Ͷ֚ͤΖΝ͏͑ɽ
Π وଉͲఈΌΖࢬઅͶਭΝͤڇڛΖ
 ਭ૩༙ް༲ྖཱི͗ܯ๏ϟʖφϩΝ͓Ζ

（特定小規模貯水槽水道等の届出）
ড়ɻಝఈঘوໝஹਭ૩ਭಕ;ٶಝఈӁ༽Ҭރ ҐԾʰಝఈঘوໝஹਭ૩ਭಕʱͳ͏͑ɽ અंͺɼ࣏֦
ߺ͏ͥΗ͖Ͷ֚ͤΖͳ͘ͺɼوଉͲఈΌΖͳ͞ΘͶΓΕɼೖҐ಼ͶࢤௗͶ͜ड़͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ɽ
ͪͫ͢ɼઅं͗౨ڇښਭড়ྭ দ೧౨ښড়ྭߺ ড়وఈͶΓΖड़Νߨͮͪͺɼ
͞ݸΕͲ͵͏ɽ
(1) ಝఈঘوໝஹਭ૩ਭಕΝઅͪ͢ͳ͘ɽ
(2) ߺوఈͶΓΕड़ΝߨͮͪࣆߴͶรߍ͍͗ͮͪͳ͘ɽ
(3) ಝఈঘوໝஹਭ૩ਭಕΝഉࢯͪ͢ͳ͘ɽ

（衛生上の措置）
ড়ɻಝఈঘوໝஹਭ૩ਭಕઅंͺɼ࣏ͶఈΌΖͳ͞ΘͶΓΕɼ֚ਭಕࢬઅͶͯ͏ͱӶਫ਼චགྷ͵ી
Νߪͣ͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ɽͪͫ͢ɼߺͶͯ͏ͱͺɼಝఈӁ༽ҬރઅंͶݸΖͳͤΖɽ
 ਭ૩ੜૡΝ೧ͶյҐɼఈغదͶߨ͑͞ͳɽ
 ਭಕࢬઅ؇ཀྵয়ڱͶͯ͏ͱɼ೧ͶյҐɼఈغదͶͤࠬݗΖ͞ͳɽ
 ͤڇڛΖਭ༙͗֒ɼԜਭͶΓͮͱԜઝ͠ΗΖ͞ͳΝࢯͤΖͪΌͶචགྷ͵ીΝߪͥΖ͞ͳɽ
 ڇਭઘ͖Δ͠ڇڛΗΖਭ৯ɼΕɼͶ͕͏ɼັͨଠয়ସͶҡΝΌΖͶɼਭ࣯خ६ͶͤؖΖ
ྫ ฑ೧ਫ਼࿓ಉྫߺɽҐԾʰྫʱͳ͏͑ɽ නཟͶ͝ܟΖࣆߴ͑ͬݬҾΝಝఈͤΖͪ
ΌͶචགྷͳΌΔΗΖͶͯ͏ͱࠬݗΝߨ͑͞ͳɽ
 ڇਭΝ࢟͢Γ͑ͳͤΖͳ͘ɼ;ٶ೧ͶյҐɼఈغదͶɼوଉఈΌΖͳ͞ΘͶΓΕਭ࣯ࠬݗΝߨ͑͞
ͳɽ
ɻಝఈঘوໝஹਭ૩ਭಕઅंͺɼਭಕࢬઅ؇ཀྵয়ڱΝѴͤΖͪΌɼਭ૩ੜૡىɼਭಕࢬઅݗ
ࠬىɼਭ࣯ࠬݗ݃Վீ฿ॽྪΝࡠ͢ɼ೧ؔฯଚ͢͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ɽ

（緊急時の措置）
ড়ɻಝఈঘوໝஹਭ૩ਭಕઅंͺɼͤڇڛΖਭ͗ਕ݊߃Ν֒ͤΖ͕ͨΗ͍͗Ζ͞ͳΝஎったときは、
࣏Ͷ͝ܟΖીΝߪͥΖͳͳͶɼଐΏ͖ͶࢤௗͶๅࠄ͢͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ɽ
(1) ͬͶڇਭΝంࢯ͢ɼ͖ͯɼͨਭΝ࢘༽ͤΖ͞ͳ͍͗ͲݧثΖࢭΝंܐؖͶबஎͤΖ͞ͳɽ
(2) ԜઝݬҾΝࠬ͢ɼ֚ਭಕࢬઅրવΝਦΖ͞ͳɽ
(3) චགྷͶԢͣͱେਭΝ֮ฯͤΖ͞ͳɽ
ɻಝఈঘوໝஹਭ૩ਭಕઅंͺɼਭԜઝݬҾ͗մভ͠ΗɼڇਭΝ࠸͢Γ͑ͳͤΖͳ͘ͺɼྫන
ɻཟͶ͝ܟΖࣆߴ͑ͬචགྷͳΌΔΗΖͶͯ͏ͱࠬݗΝߨ͏ɼ҈સΝ֮͢͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ɽ

６

（指導及び助言）

ড়ɻࢤௗͺɼড়ͶوఈͤΖીͶؖ͢චགྷ͍͗ΖͳΌΖͳ͘ͺɼಝఈঘوໝஹਭ૩ਭಕઅंͶଲ͢
ͱࢨݶঁ;ٶΝߨ͑͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽ

（改善の指示）
ড়ɻࢤௗͺɼಝఈঘوໝஹਭ૩ਭಕઅं͗ড়ͺড়وఈͶҩൕͪ͢ͳ͘ͺɼ֚અंͶଲ
ɻ͢ͱɼؔغΝఈΌͱɼ֚وఈͶనͦ͠ΖͪΌીΝߨ͑΄͘͞ͳΝࢨࣖͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽ

（給水停止命令）
ড়ɻࢤௗͺɼಝఈঘوໝஹਭ૩ਭಕઅं͗ড়وఈͶΓΖࢨࣖͶॊΚ͵͏Ͷ͕͏ͱɼڇਭΝܩକ
ɻɻͦ͠Ζ͞ͳ͗ཤ༽ंཤӻΝ֒ͤΖͳΌΖͳ͘ͺɼ֚ࢨࣖͶܐΖીΝߨ͑ΉͲؔɼڇਭΝంࢯͤ΄
ɻɻ͘͞ͳΝໍͥΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽɻɻ

（報告の徴収及び立入検査）
ড়ɻࢤௗͺɼ͞ড়ྭࢬߨͶචགྷ͵ౕݸͶ͕͏ͱɼಝఈঘوໝஹਭ૩ਭಕઅं͖Δͨ؇ཀྵয়ڱ
ɻͶͯ͏ͱචགྷ͵ๅࠄΝٽΌɼͺͨ৮ҽͶಝఈঘوໝஹਭ૩ਭಕਭಕࢬઅ͍Ζॶऑ͚͢ͺಝఈঘ
ɻوໝஹਭ૩ਭಕઅंࣆແॶͶཱིͬΔͦɼͨਭಕࢬઅɼਭ࣯ऑ͚͢ͺචགྷ͵ீ฿ॽྪΝͦࠬ͠ݗ
ɻΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽ

（特定小規模貯水槽水道等以外の小規模貯水槽水道等の衛生管理）
ড় ಝఈঘوໝஹਭ૩ਭಕҐঘوໝஹਭ૩ਭಕઅंͺɼ֚ਭಕࢬઅͶͯ͏ͱɼড়;ٶ
ড়وఈͶనͦ͠ΖͪΌીΝߪͥΖΓ͑Ό͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ɽ

（罰則）
ড়
ɻɻড়وఈͶΓΖڇਭంࢯໍྫͶҩൕͪ͢ंͺɼຬԃҐԾۜͶॴͤΖɽ
ড়ɻ ড়ߴوఈͶΓΖๅࠄΝͦͥɼऑ͚͢ͺْڑๅࠄΝ͢ɼͺ֚৮ҽࠬݗΝڍΊɼऑ͚͢ͺ
صඈͪ͢ंͺɼຬԃҐԾۜͶॴͤΖɽ

（両罰規定）
ড়ɻ๑ਕେනंͺ๑ਕऑ͚͢ͺਕେཀྵਕɼ࢘༽ਕͨଠॊ͗ंۂɼͨ๑ਕͺਕۂແͶؖ͢ɼ
ɻɻড়ҩൕߨҟΝͪ͢ͳ͘ͺɼߨҟंΝͤΖΆ͖ɼͨ๑ਕͺਕͶଲ͢ͱɼ֦ຌড়ۜܒΝՌͤΖɽ
ɻɻ
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（特定飲用井戸等の水質検査）
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ߺ නཟͶ͝ܟΖࣆߴ
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トピックス

―

災害時における貯水槽水道の活用の注意点

―

貯水槽水道は、本来の役割に加えて、災害時など緊急に水を供給する場合に大きな役割を果たします。災害時に
おける貯水槽水道の活用の注意点を記しますので、今後の参考にしてください。
①

貯水槽水を使用するときは、水抜き管または使用可能な貯水槽付近の蛇口から採水しましょう。
貯水槽内にホースやバケツを入れてしまうと、ホース等の汚れにより飲用に利用できなくなります。

② 高置水槽の水は、停電時でも活用できます。
施設の屋上など高い位置にある貯水槽は、汚染がなければそのまま利用できます。ただし、災害発生時に施設
内の水栓が開いたままになっていると、水槽内の水はすぐに空になってしまいます。特に洗濯機に接続している
ホースが外れて漏水していないことを確認する必要があります。
③

飲用する場合には、色、におい、味、にごりを調べ、残留塩素濃度を確認しましょう。

水槽の水を採ったら、まず、色、におい、にごりなど外観に問題のないことを確認してください。残留塩素
測定器を持っている場合は、残留塩素濃度が0.1mg/L以上あることも確認してください。残留塩素濃度が確認で
きない場合には飲用以外に活用してください。

７

管理記録の様式例
点検・整備の記録、日常の水質検査記録は下記の様式例を参考にしてください。
これらの様式例は町田市保健所ホームページよりダウンロードできますのでご活用ください。

Ⅼ᳨䞉ᩚഛ䛾グ㘓ᵝᘧ
᭶
䚷䚷䚷
䚷䚷䚷᪥
䚷䚷䚷

᪥ᖖ䛾Ỉ㉁᳨ᰝ䛾グ㘓ᵝᘧ
᳨䚷ᰝ䚷᪥䚷

᭶䚷䚷䚷
䚷䚷䚷䚷䚷᪥
䚷䚷䚷 ᭶

᪥ ᭙᪥

ཷỈᵴ 㧗⨨Ỉᵴ ཷỈᵴ 㧗⨨Ỉᵴ ཷỈᵴ

㻝

Ỉᵴ䛾タ⨨ሙᡤཬ䜃࿘ᅖ䛾≧ἣ

㻞

Ỉᵴᮏయ䛾≧ែ

㻟
㻠

Ỉᵴୖ㒊䛾≧ែ

㻡
㻢

Ỉᵴෆ㒊䛾≧ែ

㻣
㻤

䝬䞁䝩䞊䝹䛾≧ែ

㻥

Ỉᵴ䛾䜸䞊䝞䞊䝣䝻䞊⟶䛾≧ែ

㻝㻜
㻝㻝

Ỉᵴ䛾㏻Ẽ⟶䛾≧ែ

㻝㻞
㻝㻟

Ỉᵴ䛾Ỉᢤ⟶䛾≧ែ

㻝㻠
㻝㻡

タഛཬ䜃⤥Ỉ⟶➼䛾≧ែ

้

᳨ᰝሙᡤ䠄
᳨ᰝ⪅

Ⰽ

⃮䜚

䠅
䛻䛚䛔



ṧ␃ሷ⣲
⃰ᗘ㻔㼙㼓㻛㼘㻕

䚷䚷䚷䠖
䚷䚷䚷䠖
䚷䚷䚷䠖
䚷䚷䚷䠖
䚷䚷䚷䠖
䚷䚷䚷䠖
䚷䚷䚷䠖
䚷䚷䚷䠖
䚷䚷䚷䠖
䚷䚷䚷䠖
䚷䚷䚷䠖
䚷䚷䚷䠖
䚷䚷䚷䠖
䚷䚷䚷䠖
䚷䚷䚷䠖

 ᑠつᶍ㈓ỈᵴỈ㐨➼ࡢ⾨⏕⟶⌮ࡘ࠸࡚ࡈ᫂࡞Ⅼࡀࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡽࠊୗグࡢᢸᙜࡲ࡛
ࡈ┦ㄯࡃࡔࡉ࠸ࠋ
⏫⏣ᕷಖᡤ⏕ά⾨⏕ㄢ⎔ቃ⾨⏕ಀ
㟁ヰ 㸮㸲㸰㸫㸵㸰㸰㸫㸵㸱㸳㸲㸦┤㏻㸧
KWWSVZZZFLW\PDFKLGDWRN\RMSLU\RKRNHQMRNDQN\RXVXLGRXVKRXNLERKWPO㻌

Ⓨ⾜ ⏫⏣ᕷಖᡤ
⏫⏣ᕷ୰⏫㸰㸫㸯㸱㸫㸱 ಖᡤ୰⏫ᗇ⯋
ไస࣭⦅㞟 ᮾி㒔⚟♴ಖᒁᗣᏳ㒊⎔ቃಖ⾨⏕ㄢ
ᮾி㒔᪂ᐟ༊す᪂ᐟ㸰㸫㸶㸫㸯
௧㸱ᖺᗘᮾி㒔⏝ᢎㄆ㸱⚟ಖ⎔➨㸯㸰㸴㸮ྕ
ͤࡇࡢ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࡣࠊᮾி㒔ࡢᢎㄆࢆᚓ࡚ࠊ⏫⏣ᕷ࡛Ⓨ⾜ࡋࡲࡋࡓࠋ
༳ๅࠉᰴᘧ♫ࢥ࣮ࣉࣜࣥࢺ ௧㸲ᖺ㸱᭶Ⓨ⾜
ࡇࡢᏊࡣࠊ㒊సᡂࡋࠊ㸯㒊࠶ࡓࡾࡢ༢౯ࡣ࡛ࡍࠋ
㸦⫋ဨே௳㈝ࢆྵࡳࡲࡍࠋ㸧

８

ഛ䚷⪃

